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保健福祉課から 

 

  
 閉じこもりを予防し、皆さんに元気にすごしても 

らうため虹カフェを開催します。男女問わず、出入り 

自由です。感染対策を万全にしてお待ちしています 

ので、安心してお越しください。 

◆日 時／４月１９日（火） 

午後９時３０分～午前１１時３０分 

◆場 所／虹のプラザ１階「保健センター」 

◆参加料／無料 

◆内 容／介 護 予 防…簡単な体操を行います。 

認知症予防…頭の体操を行います。 

■保健福祉課 福祉グループ 

☎／３５-２１１１（内線１３２） 
 

保健福祉課から 

 

 

 私たちの「口」は「食べる」、「笑う」、「話す」等、 

大切な役割を持っています。そんな口を元気にする 

健口教室を開催します。ぜひご参加ください。 

◆対象者／６５歳以上の町民で「チェックシート」に

１項目以上該当した方 

※チェックシートは各歯科医院、役場８番窓口に 

準備します。 

◆内 容／歯科医師、歯科衛生士との口腔機能向上 

指導（概ね３か月で４回） 

◆期 間／令和４年１２月まで各歯科医院で受付 

◆受講料／無料 

※治療等診療の部分は自己負担となります。 

◆利用方法／ 

各歯科医院でチェックシートを記入し、該当と 

なった場合、受講したい歯科医院に直接予約して 

ください。 

受講できる歯科医院一覧 

☆庄司歯科医院   （☎３５－２１２２） 

☆吾妻歯科クリニック（☎３５－６４８０） 

☆石山歯科クリニック（☎３６－１７８８） 

☆神部歯科医院   （☎３５－２０３７） 

■保健福祉課 福祉グループ 

☎／３５－２１１１（内線１３２） 

保健福祉課から 

 

 

 ウクライナ各地で戦闘が激化したことにより、 

インフラ被害や死傷者が発生し、多くの人々が周辺

国に避難している状況です。 

 日本赤十字社山形県支部では国際赤十字・赤新月

社連盟、赤十字国際委員会、ウクライナ赤十字社が実

施するウクライナ国内及び周辺国への救援活動を支

援するため義援金の受付を行っております。 

 義援金は役場正面玄関に設置した募金箱、または

領収書が必要な方は役場保健福祉課窓口で受け付け

ています。 

◆受付期限／令和４年５月２５日（水）まで 

■保健福祉課 福祉グループ 

 ☎／３５－２１１１（内線１３０） 
 

町民税務課から 

 

 

 マイナンバーカードの申請・交付について、平日の 

開庁時間に加えて、事前に電話予約いただいた方に

下記の日時で窓口対応します。申請に必要な顔写真 

の撮影も無料で行います。 

また、令和４年９月末までにマイナンバーカード 

を取得された方は、キャッシュレス決済で使うこと 

ができるマイナポイントの取得が可能です。 

※予約制のため必ず３日前までにお電話にて予約の 

 上、ご本人がご来庁ください。 

◆日 時／４月２４日（日）午前９時～正午 

◆申請の際の持ち物／ 

 ①通知カード、②本人確認書類 
 

本人確認書類 必要枚数 

Ａ 
運転免許証、写真付住民基本

台帳カード、身体障害者手

帳、療育手帳、在留カード 

○通知カード有 
１点（Ａ）＋通知
カード 
２点（Ｂ＋Ｂ）＋
通知カード 
 
○通知カード無 
２点（Ａ＋Ａ又
はＡ＋Ｂ） 

Ｂ 

健康保険被保険者証、介護保

険被保険者証、年金手帳、各

種年金証書、生活保護受給者

証、社員証、学生証、医療受

給者証 
 
◆受取の際の持ち物／ 

 ①通知カード、②交付通知書（ハガキ）、 

 ③本人確認書類 

※申請時と交付時ともに１５歳未満の方は法定代理 

人（親等）の同行が必要です。本人と同様に本人 

確認書類を持参ください。 

■町民税務課 住民グループ 

☎／３５－２１１１（内線１２２） 

町民税務課から 

 

 

軽自動車税種別割の納期限は５月２日（月）です。 
期限内の納付にご協力ください。口座振替をご利用
の方も５月２日（月）が口座引き落とし日になります
ので、残高のご確認をお願いします。口座振替の方の
領収書は５月中旬以降に送付します。 
 

軽自動車税種別割の減免申請をされる方へ 
  
対象となるのは１台のみで以下の条件があります。 

①軽自動車の所有が障がい者本人の名義で、その本
人が使用する場合 

②身体に障がいがあり歩行が困難な方または精神に
障がいがあり歩行が困難な方と同一生計の方が所
有する軽自動車で、障がい者本人の通学･通院・通
所もしくは仕事のために継続的に使用する場合 

③世帯員全員が障がいにより歩行が困難で、障がい
者本人所有の軽自動車等を、常時介護する方が運
転する場合（介護者は同居でなくてもよい） 

※対象となる障がい等級範囲については下記にお問
い合わせください。 

※普通自動車税の減免を受けている方、福祉タクシ
ー券を交付されている方は減免対象となりません。 

◆申請期限／５月２日（月） 
※納付後の減免申請は出来ません。 
◆手続きに必要なもの／ 
 印鑑、納税通知書、障がい者手帳、運転免許証、車
検証、通院している病院の診察券等を持参の 
うえ、下記窓口においでください。 

■町民税務課 税務グループ 
 ☎ ３５－２１１１（内線１２６） 
 

町民税務課から 

 

 

 土地および家屋価格等縦覧帳簿の縦覧、固定資産 
課税台帳の閲覧を下記のとおり実施しています。 
◆期限／５月３１日（火）まで 
    （土・日・祝日を除く） 
◆時間／午前９時～午後４時３０分 
◆場所／役場町民税務課 税務グループ 
    ４・５番窓口 
◆対象／ 
町内に固定資産を有する方・納税管理人（ただし、 
土地のみ所有の方は土地縦覧帳簿に限り、家屋の 
み所有の方は家屋縦覧帳簿に限り縦覧可能）、借地 
借家人（借用している資産に限り縦覧可能ですが、 
借用している事が分かる書類が必要です） 

※運転免許証等の本人確認が出来るものを持参くだ 
さい。 

※代理人による縦覧（閲覧）も可能ですが、委任状が 
必要です。 

◆料金／縦覧（閲覧）手数料は無料ですが、コピーが 
必要な方は別途コピー代が必要です。  

※ご不明な点は、下記までお問い合わせください 
■町民税務課 税務グループ（固定資産税担当） 
 ☎ ３５－２１１１（内線１２７） 

産業振興課から 

 

 

 深堀ふれあい農園では、農園の一部を『町民農園』 
として以下のとおり一般開放します。おいしい野菜 
を栽培してみませんか。 
◆募集区画／５区画 
◆募集面積／１区画約１００㎡ 
◆使用期間／５月１日～１１月３０日 
◆募集締切／５月２日（月） 
◆使 用 料／１区画につき５，０００円 
※その他詳細は下記にご連絡ください。 
■産業振興課 農林グループ 
☎／３５－２１１１（内線１４２・１４３） 

 

教育文化課から 

 

 

 ５月に開催を予定しておりました「第２８回最上 
川ふれあいマラソン大会」は、昨今の新型コロナウイ
ルス感染状況を踏まえ、参加される皆様の安全を確
保して開催することが現状困難なため、開催を秋に 
延期します。 
開催日が決定しましたら改めてお知らせします。 

■教育文化課 生涯学習グループ 
☎／３５－２１１１（内線６１２） 

 

教育文化課から 

 

 

 地域おこし協力隊の大橋武司隊員が企画運営する 
「大石田 AIR（アーティスト・イン・レジデンス）」
では、滞在するアーティストの宿泊先を提供してい
ただける町民の方を募集しています。 
 アーティスト・イン・レジデンスとは、絵や音楽、
ダンスなど、様々な活動をしているアーティストを
対象に滞在制作の機会を作り、その場所でしか味わ
えない経験を作品制作に活かしてもらう取り組みで
す。 
 大石田 AIR は、滞在するアーティストに大石田の
ことをより良く理解していただくために、滞在先と
して地元の民家を提供できればと考えています。協
力していただける皆さんにとっても、世界で活躍す
るアーティストと交流する機会としていただければ
幸いです。 
◆コロナ対策について／ 
 大石田 AIR 滞在先受け入れで宿泊滞在する 
アーティストは、PCR 検査で陰性証明された方が 
対象です。 

※春夏秋冬の各シーズン１～２名のアーティストが 
来町する予定です。 

◆滞在先決定までの流れ／ 
 ①受け入れ家庭登録⇒②アーティスト決定⇒ 
③スケジュール調整⇒④各家庭へ連絡⇒ 
⑤アーティストと Zoomで顔合わせ⇒滞在開始 

■教育文化課 生涯学習グループ（虹のプラザ内） 
 ☎ ３５－２０９４ 

お知らせ版 №1,384 
２０２２年４月１０日号 
★発行：大石田町役場総務課 

    ☎３５－２１１１内線２１８ 

◎大石田町公式ホームページアドレス 

 https://www.town.oishida.yamagata.jp 

健康は「健口」づくりから！歯医者さんで受ける健口教室 

ウクライナ人道危機救援金を受け付けています おいしい野菜をつくりませんか！ 

虹 カ フ ェ 開 催 の ご 案 内 

 
休日の窓口対応のお知らせ 

マイナンバーカード 

軽自動車税種別割の納期限は５月２日です 

土地および家屋価格等縦覧帳簿の縦覧 

最上川ふれあいマラソン大会を秋に延期 

 
芸術家 受け入れボランティアを募集します 

大石田 AIR（アーティスト・イン・レジデンス） 



議会事務局から 

 

  
 毎年４月上旬に開催しております「議会報告会」は 

延期します。詳細な日程は後日お知らせします。 

※大石田町議会では本会議の映像を 

インターネットで配信しています。 

右のＱＲコードからアクセスでき 

ますのでぜひご覧ください。 

また、町議会では議会活性化のため、 

皆様からのご意見を募集しております。役場１階 

ロビーに意見書を設置しておりますので、議会へ 

ご意見等がありましたらぜひご活用ください。 
■議会事務局 議会グループ 
☎／３５-２１１１（内線３１１） 

 

まちづくり推進課から 

 

 

◆募集部門／小学生の部、中学生の部、高校生の部、 
一般の部、統計調査員の部、公務員の部 

◆応募方法／「応募用紙」にて１人５作品まで応募で 
きます。詳細は右のＱＲ 
コードから総務省ホーム 
ページをご確認ください。 

◆提出方法／下記にメール、ＦＡＸ、 
郵送のいずれかの方法 
で提出してください。 
なお、統計調査員の部、公務員の部は所 
属する統計担当課へ提出してください。 

◆募集期限／５月９日（月）まで 
◆表  彰／入選者には、表彰状及び副賞を授与 

します。 
■総務省政策統括官付統計企画管理官室 
地方統計機構担当 
〒１６２－８６６８ 東京都新宿区若松町１９－１ 

 ☎ ／０３－５２７３－１１４４（直通） 
 FAX／０３－５２７３－１１８１ 
 Mail／toukeinohi@soumu.go.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大石田町社会福祉協議会から 

 

  
 今年めでたく金婚式を迎える皆さん誠におめでと 

うございます。山形新聞・山形放送では、今年も記念 

品を贈り皆さんを顕彰いたしますので、下記にお申 

し込みください。 

◆顕彰対象者／ 

 ①昭和４７年１月１日～同年１２月３１日に結婚 

されたご夫婦 

 ②それ以前に結婚され、まだおしどり金婚さん 

顕彰を受けていないご夫婦 

◆受付期限／５月２０日（金）まで 

◆申 込 先／大石田町社会福祉協議会 

■大石田町社会福祉協議会（虹のプラザ内） 

☎／３５-３３８３ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

あったまりランド深堀 

従業員募集のお知らせ 
 
◆業務内容／ 
温泉館 
営業・応接係 若干名 

勤務時間⇒①6:30～15:30、②12:30～21:30 
 
虹の館 
業務係（客室係、宴会係）若干名 

勤務時間⇒6:30～21:30の間で１日８時間以内 
 
そば処ふうりゅう 
調理補助 １名 

勤務時間⇒11:00～14:00 
 
◆賃  金／時給８２５円～ 
※浴場早朝清掃員は時給１，０７５円～ 

◆詳しくは下記にお問い合わせください。 
■あったまりランド深堀 ☎／３５－５０５５ 

ケーキの店「ＡｎｄＭＥＲＣＩ」から 
従業員募集のお知らせ 

 

パート、アルバイト従業員を若干名募集します。 

ぜひご応募ください。 
 

◆対  象／扶養内勤務、学生、主婦歓迎。 

お気軽にご相談ください。 

◆賃  金／時給８５２円～ 

※詳しくは下記にお問い合わせください。 

■(株)ＡｎｄＭＥＲＣＩ 

☎／０２３７-５３－０５５１ 

議会報告会を延期します 
 

第十一回特別弔慰金の相談はお済でしょうか。該当すると思われる方で、まだ相談がお済みでない方は、 
お早めにご相談ください。 
◆対 象 者／ 
 令和２年４月１日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による
遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番によるご遺族お一人が対象者と
なります。 
１）令和２年４月１日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方 
２）戦没者等の子 
３）戦没者等の ①父母、②孫、③祖父母、④兄弟姉妹 

※ただし、戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、 
順番が入れ替わる場合があります。 

４）上記１から３以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等) 
※戦没者等の死亡時まで引き続き１年以上の生計関係を有していた方に限ります。 

◆請求期限／令和５年３月３１日まで 
※請求期間を過ぎると受けることができなくなりますのでお早めにご相談ください。 
※土曜日、日曜日及び祝日など役場閉庁日は受付できませんのでご了承ください。 
また、担当者が不在の場合もありますので、事前にご連絡ください。 

◆相談時間／平日の午前８時３０分～午後５時 
◆相談窓口／役場 1階保健福祉課 
◆お持ちいただくもの ①印鑑（認印） ②戸籍書類等の交付にかかる手数料 
■保健福祉課 福祉グループ ☎／３５－２１１１（内線１３０） 

第十一回特別弔慰金の相談はお済ですか？ 

 
「おおいしださくらノルディックウォーキング」教室を開催！ 

 
 新緑を楽しんだ後は、おいしいだんごを食べて、大石田の春を全身で感じましょう！ 

 講師の先生が歩き方を指導しますので、初心者の方も安心してご参加ください。 

◆日  時／５月７日（土）午前９時３０分～正午 

◆場  所／ 

集 合 虹のプラザ駐車場（出発・到着） 

  コース 虹のプラザ⇒あったまりランド深堀⇒最上川千本だんご⇒乗舩寺⇒虹のプラザ 

※天候や道路状況で変更する場合があります。 

※小雨決行。雨天時はクロスカルチャープラザ「多目的コート」で行います。 

◆参 加 料／１，５００円（軽食代・保険料込み）※大石田スポーツクラブ会員１，０００円 

◆持 ち 物／飲み物、帽子、タオル、着替え、ノルディックウォーキングポール 

※ノルディックウォーキングポールは貸出もします。 

◆申込期限／４月２７日（水）まで ※参加料を添えて、下記までお申し込みください。 

■教育文化課 生涯学習グループ（虹のプラザ内） ☎／３５－２１１１（内線６１２） 

「統計の日（１０月１８日）」の標語を募集します 

おしどり金婚さんを顕彰します 

 
北村山地域生活自立支援センターからのお知らせ 

〈学習支援教室のご案内〉 

小学生・中学生・高校生を対象に、宿題や受験 

勉強をサポートいたします。 

◆講 師／現役山形大学生 

◆場 所／虹のプラザ「会議室」 

◆開催日／令和４年４月１０日から毎週日曜日 

◆時 間／午前１０時～ 

◆対 象／小学生～高校生 

◆受講料／無料  

◆主 催／NPO法人山形県ひとり親家庭福祉会 

◆申 込／大石田町社会福祉協議会 

☎３５－３３８３ 

〈就労のためのパソコン教室のご案内〉 

これまで就労経験がない方、就労したいが 

パソコンが苦手な方・就労しているがパソコン 

の使い方がわからない方等を対象にパソコン 

教室を開催しています。 
 
◆場  所／大石田町社会福祉協議会 

（虹のプラザ２階） 

◆開催日時／要相談 

◆受 講 料／無料 

◆対  象／就労するにあたってパソコンが 

苦手な方や就労経験がない方等 

◆主  催／大石田町社会福祉協議会 

☎３５－３３８３ 

消費税のインボイス制度説明会を 
開催します 

 
税務署では事業者の方を対象に消費税のインボ

イス制度説明会を開催します。説明会は事前予約制
により各回とも定員になり次第、受付を終了しま
す。 
◆日 時／４月２６日（火）、５月３１日（火） 
※各回とも午前１０時から開催します。説明内容は
各回とも同じです。 

◆会 場／村山税務署１階「会議室」 
    （村山市楯岡笛田１－９－３４） 

◆申 込／下記にお問い合わせください。 
■村山税務署 法人課税部門 
☎／０２３７-５３－２１５１ 


